
お客様名 エル・アイ・シー 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001249 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 株式会社 LIXILプランNo. LP202208001249

ラシッサＳ クリエ
インテリア建材  室内建具

   リビング

特   長

床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や
家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに
出っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。

ロックレバーを下げれば、
開けたままで固定することもできます。

ストッパー床側部品は、床の色に合わせて
部材色を選択できます。

閉めるときも開けるときも自動的に本体が
減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

みえナイゾウドアストッパー＜ドア＞ Ｗソフトモーション＜引戸＞
ダブル

カラーバリエーション

WA/クリエアイボリー PP/クリエペール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダークYY/プレシャスホワイト

把手・引手・錠（シャインニッケル色）

サムターン

ドア用把手
スクエアＬ プッシュ

引戸用引手
クローゼット用把手
角型Ｌ

ガラスバリエーション

   居室／トイレドア  表示錠・明り採り付／洗面所
LAA LAB LAC LAD LAE LAF LAG LAH

  洗面所
LＹA LYB LYH

NEW

エル・アイ・シー様2022基本プラン

LGA LGB LGC LGD LGE LGF LGG LGH LGJ LGK

●ｶｽﾐｶﾞﾗｽ ●ｶｽﾐｶﾞﾗｽ ●ｶｽﾐｶﾞﾗｽ ●ｶｽﾐｶﾞﾗｽ ●ｶｽﾐｶﾞﾗｽ ●ｶｽﾐｶﾞﾗｽ ●ｶｽﾐｶﾞﾗｽ ●ﾁｪｯｶｰｶﾞﾗｽ ●ﾁｪｯｶｰｶﾞﾗｽ ※ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ+格子
●透明、ｶｽﾐ、ｴｯﾁﾝｸﾞ、ﾁｪｯｶｰ、ｱﾝﾃｨｰｸ、ﾓｰﾙの6種類から変更可能 ※透明、ｶｽﾐ、ｴｯﾁﾝｸﾞ、ﾁｪｯｶｰ、ｱﾝﾃｨｰｸの5種類から変更可能

   クローゼット／折れ戸 フリータイプ
LAA LAB LAC

※LAB・LGB・LYBﾃﾞｻﾞｲﾝにはﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ(YY)の設定はありません。
※ｱｳﾄｾｯﾄﾀｲﾌﾟにﾐﾗｰはありません。
※ｱｳﾄｾｯﾄﾀｲﾌﾟにLACの設定はありません。

WEBカタログLIXIL
LIXIL近畿SR
ご案内 SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション セルフ予約

   便利QRコード    LIXILショールームご案内／各種ご予約



お客様名 エル・アイ・シー様2022基本プラン 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001248 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 株式会社 LIXILプランNo. LP202208001248

ラシッサＤ ラテオ
インテリア建材  室内建具

   リビング

LGA

特   長

床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や
家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに
出っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。

ロックレバーを下げれば、
開けたままで固定することもできます。

ストッパー床側部品は、床の色に合わせて
部材色を選択できます。

閉めるときも開けるときも自動的に本体が
減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

みえナイゾウドアストッパー＜ドア＞ Ｗソフトモーション＜引戸＞
ダブル

カラーバリエーション

把手・引手・錠（シャインニッケル色）

本体カラー

YY/
プレシャスホワイト

   居室

   クローゼット

LGL LGM LGN LAA LAA

LAA

折れ戸フリータイプ

サムターン

ドア用把手
スクエアＬ プッシュ

引戸用引手
クローゼット用把手
角型Ｌ

DS/
イタリアン
ウォルナット

DP/
ライトオーク

DY/
チェリー

DZ/
ウォルナット

DR/
ショコラオーク

建具枠カラー

DX/
チェスナット

   トイレ

   施工イメージ

スタイリッシュで
心地よさもある欲張り空間

深みのある木肌で
自然を感じる暮らし

優しい気持ちになれる
モダンスタイル

ラグジュアリーで
華やかな大人の空間

表示錠・明り採り付●ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ ◆ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ

●透明、ｶｽﾐ、ｴｯﾁﾝｸﾞ、ﾁｪｯｶｰ、ｱﾝﾃｨｰｸ、ﾓｰﾙの6種類から変更可能

◆透明、ｴｯﾁﾝｸﾞの中から変更可能

◆ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ ◆ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞﾗｽ

エル・アイ・シー様2022基本プラン

WEBカタログLIXIL
LIXIL近畿SR
ご案内 SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション セルフ予約

   便利QRコード    LIXILショールームご案内／各種ご予約



お客様名 エル・アイ・シー様2022基本プラン 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001252 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

株式会社 LIXILプランNo. LP202208001252

階段ユニット／造作材

エル・アイ・シー様2022基本プラン

クリエダーク

クリエペール

クリエラスク

  ラシッサ Ｓ階段
適度な明度差をつけた2本ラインで先端の視認性に配慮。LIXILのスタンダードカラーである「クリエカラー」は、
どのような家具や空間にも合わせやすく、飽きのこない色味も特長です。

クリエアイボリー

クリエモカ

ツートンカラー仕様もできます
踏板・けこみ板の色を
変えることもできます。

クリエダーク

クリエペール

クリエモカ

クリエラスク

ブラック

プレシャスホワイト／
クリエアイボリー／クリエホワイト

手すり
ラウンドタイプ

オールラウンドに活躍する
「ラウンドタイプ」。

窓枠
ノンケーシング

プレシャスホワイト クリエアイボリー

クリエペール クリエラスク

クリエモカ クリエダーク

幅木
クッション

クリエダーク

クリエペール

クリエモカ

クリエラスク

プレシャスホワイト クリエアイボリー

廻り縁
スリム

ジーメイは像画※

クリエアイボリー

クリエペール クリエラスク

クリエモカ クリエダーク

プレシャス
ホワイト

WEBカタログLIXIL
LIXIL近畿SR
ご案内 SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション セルフ予約

   便利QRコード    LIXILショールームご案内／各種ご予約



お客様名 エル・アイ・シー様2022基本プラン 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001250 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
   見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 株式会社 LIXILプランNo. LP202208001250

床材 TY-02D

エル・アイ・シー様2022基本プラン

■仕様

■平面図

■断面図

01  足ざわりのよいフットフィール仕上げ
天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を3タイプ表現しました。
それぞれの足ざわりのよさが魅力です。

自然の味わいを大切に

02  快適に暮らすための高い性能
フットフィール仕上げは、表面に立体感を
感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の
木肌を表現していますので、汚れが入り
にくく、お手入れ性は従来通りに優れて
います。
また、表面に特殊処理をほどこして
いますので、面倒なワックスがけの
必要はありません。
（ノンワックス仕様）。

優れたお手入れ性と、耐キャスター仕様

物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ち
にくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。

■機能一覧

※床暖房システムの種類によっては対応できません。

※

※ 傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、
    性能には影響ありませんので予めご了承ください。

表面キズやひび割れ、汚れに強い
フットフィール仕上げハイパーフイルム

エンジニアリングウッド

環境配慮型針葉樹合板デザイン重視の色柄をラインアップ。
個性的でこだわりのある空間を演出します。

D3/ライトメープルF
（さらっとFootfeel）

DL/スモークオークF
（ほんのりFootfeel）

DH/チークF
（ほんのりFootfeel）

DY/チェリーF
（さらっとFootfeel）

DK/ナチュラルオークF
（ほんのりFootfeel）

DZ/ウォルナットF
（ほんのりFootfeel）

D2/メープルF
（さらっとFootfeel）

DW/ホワイトペイントF
（しっかりFootfeel）

D1/イタリアンウォルナットF
（ほんのりFootfeel）

DX/チェスナットF
（しっかりFootfeel）

DJ/ホワイトオークF
（ほんのりFootfeel）

WEBカタログLIXIL

LIXIL近畿SR
ご案内

SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション

セルフ予約

   便利QRコード

   LIXILショールーム
  ご案内／各種ご予約



お客様名 エル・アイ・シー様2022基本プラン 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001251 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
   見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 株式会社 LIXILプランNo. LP202208001251

床材 TY-02S

エル・アイ・シー様2022基本プラン

オーソドックスな木目柄のクリエカラーを
ラインアップ。
スタイリッシュな空間を演出します。

■仕様

■平面図

■断面図

01  足ざわりのよいフットフィール仕上げ
天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を3タイプ表現しました。
それぞれの足ざわりのよさが魅力です。

自然の味わいを大切に

※ TY-02Sには、しっかりFoot feelを表現する樹種がないため、設定はありません。

02  快適に暮らすための高い性能
フットフィール仕上げは、表面に立体感を
感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の
木肌を表現していますので、汚れが入り
にくく、お手入れ性は従来通りに優れて
います。
また、表面に特殊処理をほどこして
いますので、面倒なワックスがけの
必要はありません。
（ノンワックス仕様）。

優れたお手入れ性と、耐キャスター仕様

物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ち
にくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。

WW/クリエアイボリーF/クリエホワイトF
（ほんのり Foot feel）

PP/クリエペールF
（さらっと Foot feel）

LL/クリエラスクF
（さらっと Foot feel）

MM/クリエモカ F
（ほんのり Foot feel）

DD/クリエダークF
（ほんのり Foot feel）

■機能一覧

※床暖房システムの種類によっては対応できません。

※

※ 傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、
    性能には影響ありませんので予めご了承ください。

表面キズやひび割れ、汚れに強い
フットフィール仕上げハイパーフイルム

エンジニアリングウッド

環境配慮型針葉樹合板

WEBカタログLIXIL

LIXIL近畿SR
ご案内

SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション

セルフ予約

   便利QRコード

   LIXILショールーム
  ご案内／各種ご予約



お客様名 エル・アイ・シー様2022基本プラン 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001246 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 株式会社 LIXILプランNo. LP202208001246

ラシッサＤ ヴィンティア
インテリア建材  室内建具

   リビング

LGH

特   長

床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や
家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに
出っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。

ロックレバーを下げれば、
開けたままで固定することもできます。

ストッパー床側部品は、床の色に合わせて
部材色を選択できます。

閉めるときも開けるときも自動的に本体が
減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

みえナイゾウドアストッパー＜ドア＞ Ｗソフトモーション＜引戸＞
ダブル

カラーバリエーション

把手・引手・錠（ダークアンバー色）
ドア用把手
サークルＪ

引戸用引手
クローゼット用把手
角型Ｌ

建具枠カラー本体カラー

YY/プレシャスホワイト

   居室    トイレ  表示錠・明り採り付

LGJ LGY LAA LAH LAA LAH

   クローゼット

LAA

折れ戸フリータイプ

LAA

両開き戸

   施工イメージ

両開き戸

LAA

●ﾓｰﾙｶﾞﾗｽ ●ｱﾝﾃｨｰｸｶﾞﾗｽ

●透明、ｶｽﾐ、ｴｯﾁﾝｸﾞ、ﾁｪｯｶｰ、ｱﾝﾃｨｰｸ、ﾓｰﾙの６種類から変更可能。

DF
ボトルグリーン

DG
チャコールブラック

DK
ナチュラルオーク

DH
チーク

DB
ラフオーク

DC
グレージュエルム

プッシュ

サムターン

●ﾓｰﾙｶﾞﾗｽ

レンガと黒で作る奥行きと味わいのある部屋

海辺を思わせる軽快でレトロなテイスト

アイアンと木が調和するインダストリアル空間

自然素材たっぷりのノスタルジックな住まい

DE
ネイビーブルー

エル・アイ・シー様2022基本プラン

WEBカタログLIXIL
LIXIL近畿SR
ご案内 SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション セルフ予約

   便利QRコード  LIXILショールームご案内／各種ご予約



お客様名 エル・アイ・シー様2022基本プラン 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001253 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 株式会社 LIXILプランNo. LP202208001253

ラシッサＤ キナリモダン
インテリア建材  室内建具

    リビング

LGL

特   長

床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や
家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに
出っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。

ロックレバーを下げれば、
開けたままで固定することもできます。

ストッパー床側部品は、床の色に合わせて
部材色を選択できます。

閉めるときも開けるときも自動的に本体が
減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

みえナイゾウドアストッパー＜ドア＞ Ｗソフトモーション＜引戸＞
ダブル

カラーバリエーション

把手・引手・錠（シャインニッケル色）
ドア用把手
スクエアＬ

引戸用引手 クローゼット用把手
角型Ｌ

建具枠カラー本体カラー

YY/プレシャスホワイト

       居室    トイレ  表示錠・明り採り付

LAA LAA

   クローゼット

LAA

折れ戸フリータイプ

LAA

両開き戸

   施工イメージ

●エッチングガラス

●透明、ｴｯﾁﾝｸﾞから変更可能。

仕事もプライベートも好きなものに囲まれたゆったりとした空間

それぞれの楽しみ、時間を包み込む、包容力のある空間淡い色調と木目のモダンなコーディネート

  ED/
  ｺｳﾉｷ

  EF/
  ｿﾌﾄｸﾞﾚｰ

  EE/
  ｿﾌﾄﾓｰﾌﾟ

ｻﾑﾀｰﾝ ﾌﾟｯｼｭ

エル・アイ・シー様2022基本プラン

WEBカタログLIXIL
LIXIL近畿SR
ご案内 SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション セルフ予約

   便利QRコード    LIXILショールームご案内／各種ご予約



お客様名 エル・アイ・シー様2022基本プラン 様 作成日 2019/09/13 担当者 山村 和也

プランNo. LP202208001247 ご提案場所 ＬＨＴ京滋　京都営業所（販売店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 株式会社 LIXILプランNo. LP202208001247

インテリア建材  室内建具

   リビング

LGH

特   長

床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や
家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに
出っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。

ロックレバーを下げれば、
開けたままで固定することもできます。

ストッパー床側部品は、床の色に合わせて
部材色を選択できます。

閉めるときも開けるときも自動的に本体が
減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。

みえナイゾウドアストッパー＜ドア＞ Ｗソフトモーション＜引戸＞
ダブル

カラーバリエーション

把手・引手・錠（アイアンブラック色）
ドア用把手
サークルＪ

引戸用引手
クローゼット用把手
角型Ｌ

建具枠カラー本体カラー

YY/プレシャスホワイト

   居室    トイレ  表示錠・明り採り付

LGJ LAA LAH LAA LAH

   クローゼット

LAA

折れ戸フリータイプ

LAA

両開き戸

   施工イメージ

両開き戸

LAA

●ｱﾝﾃｨｰｸｶﾞﾗｽ ●ﾁｪｯｶｰｶﾞﾗｽ

●透明、ｶｽﾐ、ｴｯﾁﾝｸﾞ、ﾁｪｯｶｰ、ｱﾝﾃｨｰｸ、ﾓｰﾙの６種類から変更可能。

エル・アイ・シー様2022基本プラン

ラシッサ Ｄ パレット

DT/
ピンクアッシュ

DV/
グレーアッシュ

DN/
ブルーペイント

DJ/
ホワイトオーク

DK/
ナチュラルオーク

DL/
スモークオーク

DM/
グリーンペイント

サムターン

プッシュ

LGH 格子付 LGJ 格子付

※ｱﾝﾃｨｰｸｶﾞﾗｽ ※ﾁｪｯｶｰｶﾞﾗｽ

※透明、ｶｽﾐ、ｴｯﾁﾝｸﾞ、ﾁｪｯｶｰ、ｱﾝﾃｨｰｸの５種類から変更可能。

細部にこだわったフェミニンな部屋

ナチュラルでさりげなく心地よく

落ち着きのあるオークカラーで品格を

さわやかな色のあふれるキッズルーム

WEBカタログLIXIL
LIXIL近畿SR
ご案内 SR予約

オンライン
SR予約

インテリア内観
シミュレーション セルフ予約

   便利QRコード  LIXILショールームご案内／各種ご予約



　　

※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございます。 2022.08.02

※image

巾木気密タイプ

（MDF基材）

（各色対応）

窓枠I型

（各色対応）

造作材

RS series ドア・クローゼット 標準仕様書2022

MJ
クリアベｰジｭ

MG
トープグレー

MK
オフブラック

ML
ミルベージュ

MT
ティーブラウン

MW
ダルブラウン

MA
ライトオーカー

WH
ネオホワイト

TH
モノホワイト

どんなインテリア空間にもしっくりと

馴染むベーシックなドアデザイン。

ドア（洋室）

U0 デザイン00 デザイン 01 デザイン D3 デザインS7 デザイン C4 デザイン D1 デザイン U8 デザイン

大きな物も出し入れがスムースにできる

開口間口が広くとれる折戸のクローゼット扉

収納開き戸

■ハンドル

デッドスペースを有効に活用できる

収納庫用の開き戸です。

クローク収納 折戸ユニット

■ハンドル

■ピボットタイプ（吊元固定）
折れ戸は一方向にのみ、
折れて開きます。

ラウンド型＜Tシルバー＞ラウンド型＜Tシルバー＞
三方枠

（下レールレス）

6尺間口

有効開口寸法

1,372mm

フラットデザイン

※木目方向は縦・横お選びいただけます。
00/U0 デザイン 00/U0 デザイン

※木目方向は00(縦)・U0(横)

お選びいただけます。

10°

従来のレバー

30°

仕様

軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。従来のレバーハンドルが30°のストロークが

必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。

空錠

■ショートストロークレバーハンドル

65デザイン（Tシルバー）

■引手

角座（Tシルバー）

空錠
ビスが見えないすっきりした

仕上げになります。

ビスレス（空錠のみ）なので扉への

取り付けも簡単。

スチレン系樹脂

（ミスト調半透明）

■明かり窓

（洗面脱衣室・トイレ）

木目になじむ

透明な明かり窓。

■ドアストッパー（開戸）

ドアを止めてレバーハンドルが壁に

当たるのを防ぎます。ドアをロック

することもできます。

■採光タイプ

表示錠（洗面脱衣室・トイレ）

表示錠

（洗面脱衣室・トイレ）

■耐汚染性能の表面シート

油汚れやマジックの汚れ

など拭き取りやすい

撥油効果の高い

表面シートを採用。

■引戸

ドア（LDK）

ドア（洗面脱衣室・トイレ）

U0 デザイン00 デザイン 01 デザイン D3 デザイン

ラクラクローズ機能を標準装備。

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

ラクラクローズ機能範囲に入

ると、扉をゆっくりと引き込み、

しっかりとキャッチして扉を閉め

ます。

両側ラクラクローズ機能

カラーコーディネートはコチラ▼

https://www.daiken.jp/simulation/interior/index.html?r=living1


　　

　※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございます。 2022.08.02

②

木口面

裏面

③ノンスリップ溝

①Ｒ面取り

MA:ライトオーカー

MJ：クリアベージュWH <ネオホワイト< ML：ミルベージュ

MT：ティーブラウン MG：トープグレー

MW：ダルブラウンPK：マロンブラウン

■モダンスタイル

TH
〈ﾓﾉﾎﾜｲﾄ〉

DH
〈ﾓﾀﾞﾝﾎﾜｲﾄ〉

側桁

蹴込板

巾木

ハピア階段銘木柄の踏板と単色ホワイトの〈モノホワイ

ト〉、やさしい木目柄ホワイトの〈モダンホワイト〉の

部材を組み合わせることで階段室が明るくなりおしゃれ

なモダン空間に仕上がります。

安全性に配慮した階段部材。用途に合わせて最適なスタイルを。

WH <ネオホワイト>

MT <ティーブラウン >

MJ <クリアベージュ>

MG <トープグレー>

ML <ミルベージュ>

PK <マロンブラウン>

MA <ライトオーカー>

MW <ダルブラウン>

抗菌 すべりに配慮 ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ対応

凹み傷がつきにくい 引っかき傷がつきにくい すり傷に強い

耐キャスター ワックス不要 汚れに強い

ペット配慮【滑】【傷】【汚】 ペット対応【傷】【汚】

車イスOK

低VOC

床暖房対応可

水濡れに強い ペット対応

こだわり性能

■幅が広く高級感ある意匠。

■地球環境に配慮したエコ合板+

特殊ＭＤＦの「Ｅハードベース」

を活用した環境配慮床材。

■「Ｅハードベース」を採用した

本製品は、キャスター傷や落下

傷に強さを発揮。

■軽いため、施工上有利になります。

捨張工法 上履用 12mm厚

〈MJ〉 クリアベージュ イメージ

WH

ネオホワイト
MJ

クリアベージュ

ML

ミルベージュ

MA

ライトオーカー

MT

ティーブラウン
MG

トープグレー

MW

ダルブラウン

MK 受注生産

オフブラック

99

クリア

システム手摺35型 丸棒手摺

握りやすさと、滑らせながら移動するのにちょうどいい直径35mmタイプ。歩行と動作をサポートします。

特殊オレフィンシート仕上げで汚れやすり傷に強い、木目柄の化粧床材です。

※image photo

床材（ルームアートJWH）・ハピア階段標準仕様書2022

特殊加工化粧シート床材 ルームアートJWH（床暖房対応） 階段部材／化粧シートタイプ ハピア階段 ベーシック柄 ／ システム手摺35型

①Ｒ面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感

触をソフトなものにするほか、見た目にもやさし

い印象を与えます。

②木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込

んでいるため 踏板と同色に仕上げています。ど

の角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現

しています。

③ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくな

るようにしました。

カラーコーディネートはコチラ▼

https://www.daiken.jp/simulation/interior/index.html?r=living1
















































株式会社エル・アイ・シー

株式会社エル・アイ・シー様
スタンダード仕様

Original Plan

おうちで
オンライン
相談予約

ショールームで
ご相談
予約

ショールームで
セルフ見学
予約

LIXIL ショールームへのご予約は
WEB 予約がおすすめです

PRPSC0-220729-057a



システムキッチン　ＡＳ

I 型 本体間口 :255cm

ワークトップ高さ

スライドストッカースライドストッカー

引出し仕様

□80cm □85cm □90cm

低すぎると
無理な姿勢で腰に
負担がかかる。

高すぎると
包丁を使うときなど
作業がしにくい。

最適なワークトップの高さは
身長 (cm)÷２+５ｃｍが目安です。

キッチンは、高すぎても低すぎても使いにくいもの。身長に合わせて最適な

サイズをお選びいただけるよう、３種類の高さをご用意しています。

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お

手入れしやすい。

食器洗い乾燥機

シンク用キャビネット コンロ用キャビネット 食器洗い乾燥機用キャビネット

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた
収納が可能なスライドストッカー
引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。

いちばん奥にしまったものも“スッ”と取り出せます。足元の収納スペースも

しっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

扉を勢いよく閉めても、減速

してスーッと静かに閉まる

高品位なレールです。

メラミン底板

ソフトモーションレール

シンク

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置

で｢水｣を出す省エネ設計。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

混合

湯

水

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

カチッ

キッチンの扉カラーと揃え

ることで、キッチンに一体

感が生まれます。

扉カラー

アンダーストッカー

※写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。 ※ＣＧによるイメージ画像。

AS

水栓金具

ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコ

ーディネート。耐久性にも優れ

た人造大理石トップです。

手前の水返しは

すっきりスマー

トな形状に。

人造大理石トップ

ガスコンロレンジフード

【主な特長】

浄水機能

微細シャワー

お掃除楽々台座

吐水口引出

１本の水栓で浄水も使えるのでシンクま

わりがすっきりします。

◆浄水機能

洗浄に適した勢いがあり、

水ハネも少ないシャワーです。

◆微細シャワー

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、
スキッとはかどるシンクです。

ナイアガラフロー方式

独自の底面形状と段差のコンビネーシ

ョンで、シンクの奥の段差に向けて汚

れやゴミをスムーズに洗い流せます。

深さ約１９.５cm

まな板スタンド付

ワイヤーポケット

※表示寸法は内寸法です。

水ハネ音が静かな

静音設計。

※水栓の位置は左右が選べます。

約７６cm

約４５cm

スキットシンク

ステンレス排水口
ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、

デュアルコート付き。

汚れを落としやすくする

キズを入りにくくする

ＡＪタイプ・エコハンドル（カートリッジ１本付）

一般地用

オールインワン浄水栓

ＬＩＸＩＬ製
Ｐ２６

JFAJ461SYXJG5M

Ａ５７

化粧パネル付

ＡＤＲタイプ

加熱機器連動なしシルバー

富士工業製
ADR935SILM

３口コンロ・ガラストップタイプ

（無水片面焼グリル） Ｖ８７

トップ：ブラック フェイス：シルバー

レンジフード連動なしトップ間口 ６０cm

リンナイ製
R1633C0W1VMX

シルバー

浅型タイプ（パネル材仕様）

パナソニック製

Ｄ８２

NP45RS9SJGM

株式会社エル・アイ・シー

スライドストッカー

メラミン底板

（ポケットなし）

ソフトモーションレール

スライドストッカー

メラミン底板

（ポケットなし）

ソフトモーションレール

スライドストッカー

メラミン底板

ソフトモーションレール

３段引出し 浅型用

※サイドフェンスはオプションです。

スタンダード仕様

PRPSC0-220729-057b



グレージュスタッコ
VF9

ホワイトスタッコ
WF9

ソリッドブラック
KE3

ソリッドレッド
RE3

ソリッドイエロー
YE3

ソリッドホワイト
WE3

ペールホワイト
WE2

クラシックブルー
BF8

ペールグリーン
GE2

ペールピンク
PE2

クリエダーク
AE4

クリエモカ
UE4

クリエラスク
CE4

クリエペール
NE4

クリエアイボリー
IE4

スムースホワイト
WE0

シルバーグレー
SE0

扉カラー扉カラー ワークトップワークトップ

キッチンパネルキッチンパネル

Color Coordinate

MEシリーズ

人造大理石〈グループ1〉

扉のお手入れラクラク取
手
デ
ザ
イ
ン

取
手
デ
ザ
イ
ン

I 型 本体間口 :255cm

グ
ル
ー
プ
２

光沢

クリーン扉

クリーン扉

クリーン扉

つや消し

ＡＣ
ｼﾘｰｽﾞ

ＢＢ
ｼﾘｰｽﾞ

ＡＢ
ｼﾘｰｽﾞ

つや消し 

クリーン扉

クリーン扉

つや消し

ＡＨ
ｼﾘｰｽﾞ

グ
ル
ー
プ
１

つや消し

ＢＡ
ｼﾘｰｽﾞ

クリーン扉

撥油・撥水扉

光沢

ＡＡ
ｼﾘｰｽﾞ

BW
ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ

BX
ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

BV
ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ

[Q] [K]

ﾗｲﾝQ
（ｼﾙﾊﾞｰ）

[U]

ﾗｲﾝU
（ﾌﾞﾗｯｸ）

[V]

ﾗｲﾝV
（ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ）

ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK
（ｼﾙﾊﾞｰ）

[H]

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH
（ﾌﾞﾗｯｸ）

[G]

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG
（ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ）

[F]

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF
（ｼﾙﾊﾞｰ）

株式会社エル・アイ・シー

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

長くお使いいただくために、やわら

かい布でお手入れしてください。

クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、

お手入れが簡単な扉です。

撥油・撥水扉

EBコートの中でも、

特に汚れが拭き取りやすく

撥油・撥水性能に優れた扉です。

光沢

キッチンを鮮やかに演出する、光

沢感のある扉です。

つや消し

マットな質感が高級感を醸し出す、

インテリア性の高い扉です。

AS

グループ２

[E]

ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙE
（ｼﾙﾊﾞｰ）

[D]

ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙD
（ｼﾙﾊﾞｰ）

グループ１用

PRPSC0-220729-057c

プレーンウォルナット
AF7

プレーンオーク
NF7

システムキッチン　ＡＳ

スタンダード仕様



シンプル構造で、お掃除カンタン。

従来の排水口 パッとくるりんポイ排水口

安定した渦を
生み出す水路設計

排水

排水
小さくゴミをまとめる
底面構造

システムバスルーム　AX

1616 サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H

キレイドア

※写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

ミラー ドア スライドバー

※ＣＧによるイメージ画像。

パッとくるりんポイ排水口パッとくるりんポイ排水口 まる洗いカウンターまる洗いカウンター

ミナモ浴槽 浴槽材質

エプロン フロフタ・フロフタフック

タオル掛＆ランドリーパイプ

ランドリーパイプ

LAP-1582-W

タオル掛
TB-400E-K

空気を含んだ大粒の水滴が心地

よい超節水シャワー。

エコアクアシャワー<メタル調>

収納洗い場側水栓 天井 照明

ＦＲＰ

ベーシックで親しみやすいカラーです。

プッシュワンウェイ
排水栓<メタル調>

操作ボタン 排水栓

※ご選定品に浴槽内握りバーは付きません。

１枚カバータイプ 組フタ・組フタフック<ホワイト>

クランクレス水栓<メタルマット調>

折り戸[11mm段差](800W)

VDY-8002006R(73)

ネオサークル照明(ＬＥＤランプ)１灯

LDA-G1-1A

収納棚１８０Ｗ(２段)

NT-180A(6)-2S

タテ長ミラー(3080)

KGM-3080S

AX

ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。

カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることが

できます。壁掛けできるから、洗い場を広く使えます。

カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。

洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

カウンター収納イメージカウンター使用イメージ

頭や身体を洗うと
きなどの排水。

渦でまとまったゴ
ミをポイ！

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

※写真は渦が見えるように
排水口の蓋を　外していま
す。ご使用の際には排水口
に蓋をしてください。

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

汚れにくいスッキリデザイン。

※写真・図は折り戸です。

タテ枠ドア換気口 キレイドア断面図

樹脂パネル

パッキン
なし

浴室側 洗面室側

エコアクアシャワーエコアクアシャワー

平天井

※写真はイメージです。

スライドバー<メタル調>

シャワーホース
フック<メタル調>

BF-FB27(800)-PU3

株式会社エル・アイ・シー

コンセプト紹介

ＷＥＢサイト

ＷＥＢカタログ

PRPSC0-220729-057d

スタンダード仕様



壁パネルカラー　アクセント張り壁パネルカラー　アクセント張り

Color Coordinate

浴槽カラー   ＦＲＰ浴槽カラー   ＦＲＰ

床カラー   単色床カラー   単色 カウンターカラー   カウンターカラー   窓額縁カラー窓額縁カラードアカラー ドアカラー 

N86/ﾎﾜｲﾄ Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ U61/ｸﾞﾚｰ

エプロンカラー エプロンカラー 

NW1/ﾎﾜｲﾄ Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ

S1/ｼﾙﾊﾞｰ K/ﾌﾞﾗｯｸWM/Sﾎﾜｲﾄ

収納カラー 収納カラー 

K/ﾌﾞﾗｯｸW/ﾎﾜｲﾄ

シャワーヘッドカラーシャワーヘッドカラー

システムバスルーム　AX

1616 サイズ　BMUS-1616LBZ-B+HAX

アクセント：ハイクラス

HN642
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN661
ﾁｪﾘｰ

HN662
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN985
ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ

HN987
ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ

HN986
ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ

HT541
ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ

HT614
ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ

HT611
ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

HT612
ｽﾃｲﾝﾌﾞﾙｰ

ベース：ベーシッククラス

LE301
ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ

アクセント張りＢ面
（器具面）

A面C面

E面

B面

ベースパネル

アクセント
パネル

FW1/ﾎﾜｲﾄ N11/ﾌﾞﾗｯｸ Y84/ﾍﾞｰｼﾞｭ U84/ｸﾞﾚｰ W91/ﾎﾜｲﾄ N11/ﾌﾞﾗｯｸ ﾒﾀﾙ調・ﾎﾜｲﾄ ﾒﾀﾙ調・ﾌﾞﾗｯｸ

ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾗｯｸ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

株式会社エル・アイ・シーPRPSC0-220729-057e

スタンダード仕様



キレイアップカウンター キレイアップ水栓

ミラーキャビネットエコハンドル

新てまなし排水口 化粧台本体 低ホルムアルデヒド最高等級

扉カラー扉カラー カウンターカラーカウンターカラー

取っ手タイプ取っ手タイプ

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。 CG 合成によるイメージ画像です。

ハイグレード

H/ﾌ ﾚ゚ｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄLD2/ｸﾘｴﾀﾞー ｸ LP2/ｸﾘｴﾍﾟー ﾙ LM2/ｸﾘｴﾓｶ

YS2/ｸ ﾛ゙ｽﾎﾜｲﾄ HD2/ﾃ ｨ゙ｰﾌ ｸ゚ ﾚ゙ｰ HP2/ﾊ ｽ゚ﾃﾙﾋ ﾝ゚ｸ

従来のシングルレバー混合水栓

は、レバーハンドル正面の位置で

お湯が出るため、無意識のうちに

無駄なお湯を使っていました。

レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

従来品

お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を出す省エネ設計。

混合

湯

水カチッ

湯

混合

水

下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対

策)が定めたホルムアルデヒド

放散速度に関する基準の最高

等級区分を満たす商品です。ハンドル仕様

３面鏡トレイアレンジ

株式会社エル・アイ・シー

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になった

キレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った

水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は１６Ｌの大容量です。

バックガードまでの一体

成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きス

ペースとして使えます。

奥行５００㎜とコンパクト

なので動作スペースが広

がります。※間口によりスペースが変わります。

※写真はイメージです。

５００㎜

上から水が出るキレイアップ水栓は、

水栓まわりに水がたまりにくいので

お掃除簡単です。

シャワー吐水 整流吐水 ホースを引き出して、ボ

ウル手前に水を流すこと

もできます。

吐水切替 ホース収納式 

扉タイプ

3面鏡
(全収納・
スタンダードLED)

入れるものの高さに合わせて、

５ｃｍ刻みで高さを自由にア

レンジできます。

トレイ３段 トレイ２段

５㎝

背の低いものの場合 背の高いものの場合

VJNK-755SY

MVJ1-753TXSU

ゴミをキャッチ

通水部

ななめ形状

ヘアキャッチャー

金属フランジがなく、なめらかな

形状で、しかも排水口の奥の突起

がなくてお掃除簡単です。

一般的な排水口 新てまなし排水口

金属フランジ

排水栓を上下
させるための
突起

フランジ

ヘア
キャッチャー

ヘア
キャッチャー

突起なし

※画像はイメージです。

PRPSC0-220729-057f

MV 洗面化粧台 ＭＶ

間口 750mm　VJNK-755SY/MVJ1-753TXSU スタンダード仕様

商品特徴紹介


